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はじめに：実験社会科学を取り巻く世界の潮流と	 	 	

社会科学実験研究センターの役割	

 

過去約 15年の間、心理学はもとより、経済学、政治学、人類学、社会学、法学を含む広範な

社会科学領域において、「社会科学実験」の重要性が世界的に認識されつつあり、「人間・社会

科学統合」に向けての理論的整備が、旧来の学問体系を超えて急速に進行してきた。こうした動

きは、2002年のノーベル経済学賞が実験経済学・行動経済学に与えられたことを端緒に、2005

年、2009年にも実験手法を用いている研究者に授与されていることからも明らかである。さら

に CalTech、 UCLA、University of Michigan、Harvard Universityなどのアメリカの主要大学、

University of Zurich、Max Planck Institute、London School of Economicsなどのヨーロッパの主要大

学・研究機関においても、経済学・人類学部門に大規模な実験研究施設を開設する動きが急速に

展開している。同時に、それぞれの国際拠点間での社会科学実験研究のネットワークが整備され

つつあり、研究者・PDの交換を含む人的交流も盛んになりつつある。こうした動きは、単に実

験という社会科学において新規な研究手法の普及に留まらず、ゲーム理論を共通の概念軸に、

「人間・社会科学統合」に向けての理論的整備が、旧来の学問体系を超えて、急速に進行してい

るという文脈から生じている。こうした流れから、現在、自然科学とも真に交通可能な人間・社

会科学の姿が具体的な像を結び始めているといえよう。 

こうした世界的潮流の中、先端的な社会科学実験を展開するための日本で唯一の専門機関であ

る北海道大学社会科学実験研究センターは、2007年 4月に、学内共同教育研究施設（2011年度

までの設置時限付きセンター）として発足した。本センターは、時限完了を控えた 2011年 10月

に創成研究機構評価委員会による審査を受け、極めて高い評価のもと、同年 12月に、2012年度

からの 5年間の更新が全学的に決定された。また、これに先立ち、2011年 3月には、北海道大

学における「北大を特徴づける研究分野及び研究テーマ」の「世界レベルで見て北大に優位性の

ある研究分野」の一つとして、「実験社会科学」が選定されており、本学における戦略的な位置

づけが明確化されている。 

本報告では、2015年度のセンターの活動を自己点検・評価する。以下では、最初に本センタ

ーの沿革および現況について述べた上で、全学における位置づけ（第 2期中期目標・中期計画に

おける位置づけ及び創成研究機構の一組織としての位置づけ）、予算・人員措置、施設概要の面

から、現在の本センターの姿を概観する。次に、1年間の本センターの教育・研究活動を概観し

た後（詳細については資料 2の「教育研究活動の詳細」を参照）、活動の総体について自己点

検・総括する。 

自己点検にあたっての評価軸は、北海道大学社会科学実験研究センター規程第２条の規定に拠

る。同規程には、「センターは、北海道大学（以下「本学」という。）の共同教育研究施設とし

て、社会科学実験に関する研究を行うとともに、社会科学実験分野における人材の育成、研究成
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果の国内外への発信、及び国内外の研究拠点との連携の強化を促進することにより、社会科学実

験に関する教育研究の進展に資することを目的とする。」と記されている。この規定を承けて、

本報告書では、以下の 4つの側面、すなわち、①社会科学実験における先端研究の推進、②社会

科学実験分野における有為の若手人材の育成、③国際的にインパクトのある研究成果の発信、④

海外の研究拠点と連携強化を通じた人間・社会科学における実験研究のための国際ネットワーク

構築をどの程度達成できたかについて総括する。最後に、こうした自己点検・総括をもとに、社

会科学実験研究のセンターの今後の活動指針を展望する。 

 

1．センター概要	

（1）沿革	

	

1）萌芽段階：	21 世紀 COE の成果とその発展的継承	

	 実験社会科学を取り巻く世界的な流れの中で、北海道大学文学研究科・教育学研究科（現：教

育学研究院）の教員から構成される 21世紀 COE研究拠点「心の文化・生態学的基盤」は、5年

間（2002 年度－2006 年度）の活動を通して、アジアにおける社会科学実験の最中核拠点として、

第一線の国際的地位を確立した。以下では、社会科学実験研究センター設立の萌芽段階にあたる、

21世紀 COE研究拠点（以下では 21COEと略記）の研究教育活動について述べる。 

2002 年秋、「心の文化・生態学的基盤」に関する拠点形成計画が、21COE として採択された。

2003年 4月には、実験研究のための施設が北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟 6階に完

成し、本格的な活動が開始された。 

	 CEFOM/21（Center for the Study of Cultural and Ecological Foundations of the Mind, a 21st Century 

Center of Excellence）は、2002年度に採択された人文科学分野における全国で 20の COE研究拠

点の中でも、その尖鋭さの面で際立っていた。同拠点はいわゆる「・・・の総合的理解」といっ

た総花的な研究・教育のあり方を求めるのではなく、変革期にある人間・社会科学の今後 50年

の方向を定めることになると考えられる最も深く困難な問題――人間の社会を可能としている心

のメカニズムの解明――を正面からとりあげ、それらの問題に全力を集中するという研究戦略を

とった。20世紀後半を支配した社会科学におけるタブラ・ラサの神話が崩壊しつつあるなか、

科学的な研究成果にもとづく新たな人間観の構築こそが、これから生まれる新たな社会科学に最

も強く求められている。CEFOM/21は、様々な研究を通して、この新たな科学的人間観構築のた

めに必要とされる科学的な基礎データの提供の実現を目指した。 

2002年秋の拠点発足以降、研究論文数は急激に増加した。この傾向は、国際誌のみに限った

研究論文数でも同様であった。研究論文数の増加と並行して、研究の国際的インパクト（ISIに

よる国際研究誌上での被引用数）に関しても 2002年以降、年を追うごとに増加した。例えば、

同拠点リーダーであった山岸俊男教授の論文の国際的インパクト（被引用数）は、人文系他 19
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拠点のリーダーの合計の 2倍以上に達し、他を凌駕した。また、CEFOM/21の発信する論文は、

Journal of Personality and Social Psychology や Journal of Experimental Social Psychologyなどの社会

心理学系の学術誌、Psychological Reviewや Psychological Bulletinなどの心理学一般の学術誌のみ

ならず、American Sociological Reviewや American Political Science Reviewなどの社会科学系の学

術誌、さらには Natureや Scienceなどの自然科学系の学術誌掲載の論文にも引用された。2005年

には、非人文科学系学術誌からの引用が全体引用の約半数を占めるに至った。 

同拠点では、事業推進担当者の第一線の研究活動に若手研究者がチームの一員として積極的に

関与していくことで、研究能力を育成する教育を行った。加えて、研究成果を国際的に発信して

いくための能力をもつ若手を育成する教育を展開した。具体的には、国際水準の研究を指導する

とともに、研究成果の海外学術誌への投稿・海外学会等での報告・COE国際シンポジウム・ワ

ークショップ等での発表を奨励し、そのための人的援助（外国人教授およびポスドク研究員の採

用、および彼らによる英語による教育）および経済的援助（国際学会での発表にかかる旅費を補

助）を実施した。その結果、若手研究者による論文数は、総数、第１著者の場合のみ、および国

際誌掲載のみのいずれの場合も 2002年以降急激に増加した。さらに、若手研究者による国際的

インパクトも年々増加し、2005年においては、他の人文系 19拠点リーダーの総数を越えるほど

であった。このことは、同拠点の若手研究者が大きな国際的インパクトを持ちえる研究者として

成長したことを示している。 

拠点全体としての研究成果の一部は、「社会集団の論理と実践－互恵性を巡る心理学と人類学

的検討」（煎本孝・高橋伸幸・山岸俊男（編）、2007年、北海道大学出版会）、「現代文化人

類学の課題－北方研究から見る」（煎本孝・山岸俊男（編）、2007年、世界思想社）、“Cultural 

and Ecological Foundations of the Mind” (M. H. B. Radford, S. Ohnuma. & T. Yamagishi (eds.), 2007, 
Hokkaido University Press) などの著書としても刊行された。 

同 21COEは 2007年 3月をもって終了したが、日本学術振興会の審査委員会から、「設定され

た目的は十分に達成され、期待以上の成果があった」という A評価を得たと共に、21COE事業

全体の事後総括の中で「拠点形成の組織的・戦略的なシステムのモデル的なプログラムの事例」

としてとりあげられるに至った。 

 

2）社会科学実験研究センター設立	

上述のようにCEFOM/21は大きな成果を収め、北海道大学は2007年までの時点で、アジアにお

ける社会科学実験の最中核拠点として第一線の国際的評価を得るに至った。同年3月の21COEの

終了を控え、同分野における北海道大学の国際的評価を一層確実なものとし、その役割をさらに

発展させるために、ソフト・ハード両面のインフラストラクチャーの整備が必要であるとの認識

が学内で共有された。その結果、これらのインフラを提供する土台として、社会科学実験研究セ

ンターの設立が検討された。 

2007年2月、北海道大学社会科学実験研究センター設置準備委員会が正式に発足し、同月、設

置が承認され、同年3月、同センターの規程及び運営委員会規程が整備された。同センター規程
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第２条の規定には、「センターは、北海道大学（以下「本学」という。）の共同教育研究施設と

して、社会科学実験に関する研究を行うとともに、社会科学実験分野における人材の育成、研究

成果の国内外への発信、及び国内外の研究拠点との連携の強化を促進することにより、社会科学

実験に関する教育研究の進展に資することを目的とする。」と明記されている。 

以上の経過を経て、2007年4月、先端的な社会科学実験を展開するための日本で唯一の専門機

関である、北海道大学社会科学実験研究センターが、学内共同教育研究施設として発足した。

21COEによる教育研究資産を継承しつつ、1）社会科学実験に関する研究の推進、2）社会科学実

験分野における人材の育成、3）研究成果の海外への発信、4）海外の研究拠点との連携の強化が、

本センターの達成すべき目的である。こうした社会科学全般にわたる研究・教育体制を構築する

ために、構成員は、文学研究科、教育学研究院、経済学研究科、法学研究科、公共政策大学院の

文系全部局から兼務教員が配され、山岸俊男教授（文学研究科）がセンター長に就任した。 

 

3）2011 年度までの社会科学実験研究センター	

2007年4月の発足以来、社会科学実験研究センターは、上記の4つの目標を達成するために、以

下に挙げる複数の機能を担ってきた。 

 
① グローバルCOEプログラム「心の社会性に関する教育研究拠点」（2007年度－2011年度）を

展開するための教育研究インフラの提供 

社会科学実験研究センターは、グローバルCOEプログラム（以下ではGCOEと略記）「心の社

会性に関する教育研究拠点」（2007年度－2011年度）の獲得に大いに資すると共に、GCOEを国

際的に展開するためのさまざまな教育研究インフラを提供した。同GCOEとセンター活動とは密

接に関わり、そこから多くの教育研究の成果が生まれた（国際的インパクトのある研究の展開、

国際的発信能力のある若手の育成）。 

 
② 社会科学実験に関する研究を推進するための大型外部資金獲得のための受け皿 

後述するように、社会科学実験研究センターは、GCOEに加え、特定領域研究「実験社会科学

－実験が切り開く21世紀の社会科学」（2007年度－2012年度）、最先端基盤研究事業（2010年度

－2012年度）など、各種の大型外部資金を獲得するための受け皿としての機能を果たしてきた。 

 
③ 海外主要拠点との連携を通じた国際的な実験ネットワークの構築 

社会科学実験研究センターは、経済学、政治学、法学、社会学など広範な社会科学の諸分野

との協働を推進すると同時に、進化心理学研究の世界的中心として知られているカリフォルニア

大学サンタバーバラ校進化心理学センターをはじめとする、海外主要研究拠点（スタンフォード

大学社会科学研究所、UCLA行動・進化・文化センター、コーネル大学経済社会研究センター、

インディアナ大学認知科学プログラム等）との拠点レベルでの連携強化を進めた。 

 
④ 学内の研究者・大学院生を対象とする施設提供・技術供与・教育展開 

本センターは学内共同教育研究施設として、学内の研究者・大学院生を対象に、各種の社会
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科学実験を行うための施設提供、技術の供与、教育展開を行った。 

 
	 なお、山岸俊男教授（文学研究科）の定年に伴い、2011年 4月より、亀田達也教授（文学研

究科）が社会科学実験研究センター長に就任した。 

 

4）社会科学実験研究センターの更新	

	 本センターは 2011年 10月に創成研究機構評価委員会による審査を受け、極めて高い評価のも

と、同年 12月に、2012年度からの 5年間の更新が全学的に決定された。以下にその概要を述べ

る。 

	 2011年 7月、創成研究機構より本センターの評価にかかる委員会からの依頼により、8月下旬

に書類にて自己評価を提出した。さらに 9月、委員長をはじめ本学外の外部委員が過半数を占め

る評価委員会が招集され、そこでプレゼンテーションを行った。その結果、「本センターは広い

領域の社会、人文科学を融合し、人間の社会、経済、文化と心に迫る新しいパラダイムを追求し、

設置期限内における 4つの達成計画全てにわたり、それぞれ注目すべき成果が得られている。ま

だ予備的な結果もあり、個人を対象とする実験の成果を集団の行動や特性に結びつけるには、い

ま一段の飛躍が必要であるが、今後の研究によりすばらしい成果が出ると期待される。」とのコ

メントの上、最高のＳ評価が得られ、「創成研究機構評価委員会としては、本センターで実施さ

れている研究の継続を期待する。」と結ばれている。 

	 この評価委員会の評価調書を受け、2011年 11月に本センターの将来計画を作成・提出し、翌

年 1月の教育研究評議会での審議・了承後、同月の役員会において正式に、2012年度からの 5

年間の更新が措置された。 

	 2012年度及び 2013年度には、『卓越した大学院拠点形成支援補助金』を受け（2012年度

53,820千円、2013年度 19,712千円）、その運用に際し中心的な役割を担った。 

 

	 なお、亀田達也教授（文学研究科）の転出に伴い、2014年 10月より、結城雅樹教授（文学研

究科）が社会科学実験研究センター長に就任した。 

 

5）社会科学実験研究センターの時限撤廃 

	 2015年 4月 1日、北海道大学の全学的な組織再編により、当センターは、従来の「共同教育

研究施設」から新たに「学内共同研究施設」に変更されると共に、設置時限が廃止された。 
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（2）センターの理念	

 

社会科学実験研究センターは、以下の事項を理念とする。 

l 社会科学における実験研究のための手法の開発と普及を通して、社会科学の実験科学化を

推進する。 

l 社会科学における実験研究の本格的導入により、人間科学と社会科学の双方に対して共通

の対話可能な研究環境を提供する。 

l 人間・社会科学における実験研究のための国際実験ネットワークの構築を進め、世界各国

の拠点を結ぶ国際実験の促進をめざす。 

l 実験研究を通して人間科学と社会科学とを結びつけるための研究活動を行い、その成果を

国際的に発信することのできる若手人材を育成する。 

 

（3）センターの役割	

 

社会科学実験研究センターの主たる役割は、本学の学内共同研究施設として、学内外の研究者

を対象に、社会科学実験研究のための施設提供と技術供与を行うことを通じて、以下の研究・教

育目標の達成に寄与することである。 

l 社会科学実験の国際拠点として、先端的研究を展開し、研究成果を国際発信する。 

l 社会科学実験の中心として、他大学の研究者との協力のもと、若手研究者を育成する	

（博士研究員・リサーチャーの受け入れ、ワークショップの開催等）。 

l 社会科学実験の論理と実践に関する大学院共通授業を展開する。 

 

（4）本学における位置づけ	

	

1）中期目標・中期計画における位置づけ	

北海道大学の第一期中期目標・中期計画（2004－2009年度）では、人間・社会統合科学が研

究重点領域として構想された。同時に、「旧来の学問体系を越えて新たな学問領域の創生を果た

すために、複合的学際的領域における世界的研究拠点形成の核となりえる研究の推進」が目標と

された。21COE「心の文化・生態学的基盤」を継承・発展させ、GCOE「心の社会性に関する教

育研究拠点」の基盤を提供する形で、社会科学実験に関心をもつ文系 5研究科・部局の研究者を

結集した本センターは、こうした第一期中期目標・中期計画の理念と明確に関連していた。 
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社会科学実験研究センターには、その発足以来、第一期中期目標・中期計画に沿う形で全学的

な支援が行われてきた。その支援の中心は、人文・社会科学総合教育研究棟 6階に実験研究のた

めの施設が確保されたこと、全学運用教員制度による教員の戦略的配置により同センターの運営

に必要とされる人件費等が措置されたこと、の 2点である。現在、本センターはこうした全学的

支援を背景に、GCOE 拠点にインフラを提供し、拠点形成に参加する文学研究科、教育学研究院、

経済学研究科等の諸組織での大学院教育の高度化と部局横断的な若手研究者育成プログラムを強

力に推進してきた。 

さらに、第二期中期目標・中期計画（2010－2015年度）では、「研究水準及び研究の成果等

に関する目標を達成するための措置」として、「基礎領域における研究を持続的に推進するとと

もに、（中略）実証型・フィールド型の研究や先端融合領域の研究を重点的に支援する。」、

「研究成果を、国際的に評価の高い学術誌や著書、国際学会・シンポジウム等に積極的に発表す

る。」としており、社会科学実験研究センターは、教育研究活動の概要（p.10）で述べるように、

着実にこの目的に沿った活動を果たしてきた。また、第二期中期目標・中期計画では、研究実施

体制について、「創成研究機構」において、本学の研究戦略に基づき、附置研究所、共同利用・

共同研究施設、学内共同利用研究施設間の連携を進め、共同研究プロジェクトを機動的に推進す

る。」としており、本センターも、その一つとして明確に位置づけられている。 

2010年からは、文部科学省の最先端研究基盤事業の連携拠点として、京大をはじめとする心

理学系研究拠点とともに「心の先端研究のための連携拠点（WISH: Web for the Integrated Studies 

of the Human Mind）構築」を推進している。他分野・他大学の研究者との間で先端的な共同研究

体制を構築するという本センターの方向性は、「他大学等との連携による効果的な共同研究を推

進し、全国に（また世界に）開かれた研究拠点としての地位のより一層の向上を図る。」という

第一期中期目標・中期計画の、また、「他大学及び諸研究機関と効果的な連携研究を推進する。」

という第二期中期目標・中期計画の理念と整合する。 

第三期中期目標・中期計画（2016－2021年度）においても、全学的な研究水準及び研究成果

に関する目標－「持続可能な社会を次世代に残すため、グローバルな頭脳循環拠点を構築し、世

界トップレベルの研究を推進するとともに、社会課題を解決するためのイノベーションを創出す

る。」－の達成に貢献していく。本センターもこの目標に呼応し、「人文学・社会科学の中心的

拠点として、当該領域の最先端の研究を牽引し、異分野融合研究を推進する。」に、人文・社会

科学から取り組む。また、本学では研究目標として「異なる視点を持つ研究者の知のネットワー

クを形成し、新たに国際共同研究を 45件以上展開するなど、グローバルな頭脳循環のハブとし

て研究を推進する。」と唱っている。学内共同利用研究施設を有する当センターでは、「学内共

同利用施設として、幅広い国際共同研究を支援し、国際共同研究を促進する。」の一環として、

社会科学における国際共同研究のハブとしての機能を強化する。加えて、若手人材育成面でも、

本学では、「創造的な研究を自立して進めることができる優秀な若手研究者を育成する。」とい

う目標の下、「若手教員の継続的なキャリア形成支援のため、本学がこれまで培ってきたテニュ

アトラック制度をいかし、人文社会科学系分野の育成プログラムの充実、外国人教員への支

援策等を盛り込んだ新たな育成制度を実施する。この制度により、テニュアトラック教員を 15
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名以上採用し、育成する。」という目標を掲げている。当センターは、ここにある人文社会科学

系分野の育成プログラムの充実に資するべく、「人文社会科学系分野を中心とした育成プログラ

ムの充実を図る。具体的には、若手研究者の積極的な海外派遣や海外研究者との共同研究の推進、

若手育成のためのセミナーや顕彰などを行う。」、及び「若手研究者の海外派遣は、短期だけで

なく、中長期の派遣もできる限り可能になるような支援策を講じる。」と踏み込んだ表現で若手

研究者育成を前面に押し出していく。さらに、第三期には、「大学の教育研究活動の成果を活用

し、地域・社会の活性化、課題解決及び新たな価値創造に貢献する。」という社会貢献や地域連

携についても、当センターは「地方自治体と連携し、政策提言等を行うのみならず、政策提言に

必要となる基礎データの収集等の段階からニーズに対応した意見交換を推進する。」という新機

軸を打ち立てている。 

 

2）創成研究機構の一組織としての位置づけ	

2009年 4月、北海道大学に創成研究機構が設置された。創成研究機構は、「先駆的・融合的

学問領域の創成」、「研究成果の社会還元」等を目的に、旧来の創成科学共同研究機構が進めて

きた大型の競争的資金によるプロジェクト研究の実施と研究成果の実用化・事業化に向けた活動

に加え、学内の附置研究所・研究センターの効率的な運用を目指す組織である。社会科学実験研

究センターは、同機構を構成する組織の１つとして位置づけられている（図 1 参照）。 

なお、全学的な組織再編により、2015年 4月 1日より、センターの時限が廃止され、共同教

育研究施設から学内共同施設となることとなった。 

 
図 1	 創成研究機構組織図	
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3）北大を特徴づける研究分野・研究テーマとしての位置づけ	

北海道大学研究戦略室は 2011年 3月に「北大を特徴づける研究分野及び研究テーマ」を全学

で 41件、抽出した。「実験社会科学」は、「世界レベルで見て北大に優位性のある研究分野」

の一つとしてこの中に採択されている。具体的には、「重要な研究分野」として「実験社会科学」

が、研究テーマとして「心の社会性に関する研究」（「心は集団環境における適応課題を解く道

具群から成るシステムであるという観点から、心の設計を進化ゲームモデルと行動・生理･脳計

測実験により明らかにし、社会科学の基盤となる人間像を提供する」）が選定されている。この

「世界レベルで見て北大に優位性のある研究テーマ」には、2012年度分についても継続して選

定された。 

 

（5）予算・人員措置	

 

全学運用教員に係る支援経費として、2015年度には本部から 413千円を措置された。本セン

ターには、全学運用教員制度に基づき、助教 1名が措置されている。2015年度現在、文学研究

科・経済学研究科・法学研究科・教育学研究院・医学研究科にそれぞれ所属する教員が兼務教員

として勤務している。 

 

（6）施設概要	

 

社会科学実験研究センターは、北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟 6階に、1）集団実

験室、2）国際ネットワーク実験室、および 3）感覚システム実験室を有している。これらの実

験設備は、国内はもとより、国際的にも最高水準の社会科学実験施設であり、国内外から数多く

の見学者を集めている（本センターの有する実験設備の詳細については資料 1「実験施設の詳細」

を参照）。 
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2．活動実績の概要 

	

（1）施設利用状況	

 

2015年度における本センターの利用状況は、総実験室稼働日数は年間延べ 337日、実験参加

者総数は延べ 2,855名であった。このうち、本学外の研究者による利用延べ件数は 9件、実験参

加者総数は 1,202名であった。これらの参加者のほとんどは本学の学生であるが、この規模での

実験研究の組織的推進は国内において類例がなく、国際的にも屈指の規模である（詳細について

は資料 1「実験施設の詳細」を参照）。 

 

（2）研究業績	

	 	

	 2015年度に合計 9件の著書・分担執筆（うち洋書 2件、和書 7件）、78件の学術論文（うち

国際誌 56件、国内誌 22件）を公刊、131件の学会発表（うち国際学会 52件、国内学会 79件）

を行った（詳細については資料 5「研究業績一覧」を参照）。後述するように、これらを含めた

当センター構成員による研究業績は、国内外のトップジャーナルにおいて多くの引用を受けてい

る。 

 
 

（3）競争的資金獲得状況	

	  
	 本センターに所属する教員は、2015年度に 41件、総額 395,463千円の競争的外部資金を獲得

した。うち 35件（351,960千円）は文部科学省科学研究費補助金（ただし、分担者の金額には研

究代表者への交付総額が含まれる）であり、6 件（43,503千円）はその他の研究助成金等であっ

た（資料 4「競争的資金獲得状況の詳細」を参照）。 

 

（4）拠点間連携	

	  
	 2010年 6月、文部科学省は世界水準の研究拠点に集中的に資源投下するため、最先端研究基

盤事業の補助対象事業として、「心の先端研究のための連携拠点（WISH: Web for the Integrated 

Studies of the Human Mind）構築」（以下WISH）など 14件を選定した。本センターは、社会科

学実験を行う連携拠点としてこのWISHの重要な一翼を担っている。さらに 2014年 3月には、

心の先端研究を促進するための機器として、2012年度補正予算（施設整備費補助事業; 3億円）
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によって、MRI装置が導入された。WISHのメンバーである京都大学こころの未来研究センター

及び東京大学進化認知科学研究センターに対しても、2011年度及び 2012年度予算によって最新

型の MRI装置が導入されており、WISHを構成する 3機関が、脳画像解析研究を通して連携する

ための基盤が整えられた。北海道大学において最先端研究基盤事業の連携拠点として採択された

のは、「社会科学実験研究センター」と、同じく創成研究機構に属する「人獣共通感染症リサー

チセンター」の 2施設のみである（詳細については資料 6「学外研究機関との共同研究による施

設利用実績」を参照）。 

	 本センターはまた、海外の先端研究拠点との連携を引き続き推し進めている。2015 年度には、

オックスフォード大学認知進化人類学研究所所長、また同大学社会人類学科学科長であり、著名

な認知人類学者である Harvey Whitehouse教授、および香港科技大学社会科学部准教授で、環

境・文化心理学を専門とする Kim-Pong Tam氏を、2016年 4月 1日付で本センターの連携研究員

に採用することが決定した。 

	

（5）	若手研究者の支援とその成果	

	  

	 2015年度において、本センターでの活動を基盤とする大学院生は、合計 6件の競争的外部資

金を獲得し、2件の学会賞（うち国際学会賞 1件）および 3件の学術賞を得ている。さらに、合

計 9名の大学院生が日本学術振興会特別研究員に採用されている（詳細については資料 3「若手

研究者の支援とその成果の詳細」を参照）。 

	 また 2015年度には、若手研究者支援の新たな試みとして、社会科学系大手学術出版社 SAGE 

Publications Asia-Pacific Pte Ltd（以下「SAGE出版」）との連携の下に、以下の 2つの新事業を開

始した。第一に、2015年 11月 12日、SAGE出版、本学大学力強化推進本部 URAステーション、

および付属図書館との共催、文学研究科の後援により、『院生・若手研究者のための英語論文執

筆セミナー』を開催し、83名が参加する大盛況のうちに幕を閉じた。第二は、SAGE出版と本セ

ンターが共催で実施した論文賞『2015 SAGE-Hokkaido Award for Best Journal Article in Social 

Sciences（2015年度 SAGEー北大 社会科学国際優秀論文賞）』である。本年度の授賞論文は、大

学院文学研究科博士後期課程人間システム科学専攻の石橋伸恵氏による論文：Ishibashi-Ohmura, 

N., & Takahashi, T. (2015). Quantum Decision-making in Newcomb's Problem: Effect of Reward Size. 
NeuroQuantology, 13(3).に決定した。 
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（6）	教育活動	 	

	  

	 社会科学実験研究センターでは、2008年度より、大学院共通授業科目「実験社会科学入門

（Introduction to Experimental Research in Social Sciences）」を毎年開講している。2015年度

には新たに、北海道大学「スーパーグローバル大学事業におけるトップランナーとのコラボ事業」

との共催で、後述の協働サマープログラムを実施し、これは 2015年度に新たに創設された本学

の『Hokkaido サマー・インスティテュート』としての展開につながっている。また以上に加え、
共催ワークショップや学術セミナーを随時開催している。こうした取り組みが、本センターにお

ける深い専門性と幅広い学際的視野の涵養の両立に繋がっている（詳細については資料 2「教育

研究活動の詳細」を参照）。 

	

（7）アウトリーチ活動	

 
	 2016年 2月、本センター兼務教員の高橋泰城准教授が AAAS 2016 Annual Meeting（2016年 2

月開催）において研究成果を報告した。AAASは、自然科学領域におけるトップジャーナル

Science誌の発行団体であり、毎年開催される年次大会にはマスメディア、科学コミュニケータ

ー、科学技術政策担当者、助成期間関係者、および研究者が多数集まる。北海道大学 URAステ

ーションは、国際研究広報の一貫として毎年参加している。その中で今年度は、北海道大学と筑

波大学の合同研究分科会"Integrating Neuroscience and Mathematics to Elucidate Mental Activities"が

開催され、高橋泰城准教授を含む計 4名の研究者達が「神経科学」をテーマとして研究成果を報

告した。分科会にはマスメディアを含む 40名以上が参加した。今年度、複数の日本機関が出展

する中、日本機関として分科会を開催できたのは北海道大学と筑波大学のみであったこともあり、

本学および本センターの存在感を十分にアピールできる場となった。	

 

3．2015 年度の活動の点検・総括	

 

以下では、上述の客観的データをもとに（詳細については資料 1 ~ 6を参照）、本センターの

2015年度の活動について点検・総括し、2016年度以降の展望をおこなう。 

自己点検にあたっての評価軸は、北海道大学社会科学実験研究センター規程第２条の規定に基

づく 4つの目標（p. 6のセンターの理念と役割はこれらの目標に具体化されている）のそれぞれ

がどの程度達成できたかにある。以下では、目標ごとに点検・評価を行う。 
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（1）4 つの目標別の点検・評価	

 

① 社会科学実験の国際拠点としての先端研究の展開 

2015年度の本センターの実験実績は以下の通りである。まず、全利用における実験室稼働日

数は年間延べ 337日、実験への参加者総数は延べ 2,855名であった。このうち、本学外の研究者

による利用延べ件数は 9件、実験参加者総数は 1,202名であった。これらの参加者のほとんどは

本学の学生であるが、この規模での実験研究の組織的推進は国内において類例がなく、国際的に

も屈指の規模である（詳細については資料 1「実験施設の詳細」を参照）。 

 

② 社会科学実験分野における有為の若手人材の育成	

	 「若手研究者の支援とその成果」（p.11）で述べたように、2015年度において、本センターに

活動基盤を置く若手研究者は合計 2件の学会賞および 3件の学術賞を得た。また、日本学術振興

会の特別研究員として 9名が採用されると共に、6件の競争的外部資金（特別研究員奨励費 9件

を除く）を獲得している。また 2015年度には、共催ワークショップを 6回、上述の SAGE出版

による若手研究者を対象とした英語論文執筆セミナーを実施した。さらに、北海道大学「スーパ

ーグローバル大学事業におけるトップランナーとのコラボ事業」との共催でアルバータ大学との

協働サマープログラムを開催し、アルバータ大学心理学部の増田貴彦准教授による集中講義「文

化心理学の最前線 Frontiers in Cultural Psychology」、および大学院生向けの英語論文執筆ワーク

ショップを開講した。 

	 これまで当センターで教育指導を受けた若手研究者は、実験社会科学を担う有為の人材として

国内外で高く評価されていると共に、就職面でも、国内では東京学芸大学准教授、滋賀大学准教

授、大阪大学講師、名古屋大学特任講師、高知工科大学講師、明治学院大学講師、明治大学講師、

北海道大学特任助教、岩手医科大学助教、国立情報学研究所特任助教、玉川大学助教などの研究

職を得ている。さらにヨーク大学講師や北京中央民族大学研究助手として海外でも活躍している。 

以上により、「社会科学実験分野における有為の若手人材の育成」という所期の目標が着実に

達成されている。 

 

③ 国際的にインパクトのある研究成果の発信	

	 2015年度において、合計 56本の国際学術論文、52件の国際学会発表を生み出してきた。これ

らの学術論文は、Personality and Social Psychology Bulletinや Frontiers in Psychologyなどの心理

学・社会心理学分野、International Encyclopedia of Anthropologyなどの人類学分野、Transnational 

Legal Theoryなどの政治・経済学分野、Journal of Neuroscienceなどの自然科学分野、Neuronなど

の医学分野、そして Scientific Reports、Nature Communicationsなどの総合科学分野の一流国際学



 

   14 

術誌に刊行されている。こうした成果は、本センターが、アジアのみならず、実験社会科学分野

における世界的な主要研究拠点として広く認知されていることを示している。以上から、「社会

科学実験の国際拠点としての先端研究の展開」という初期の目標の達成に向け、着実な進展が見

られる。 

このように、本センターからは、第一線の国際学術誌に数多くの論文が公刊されてきた。また、

本センターの発信する論文は、心理学、社会心理学のみならず、経済学、経営学、社会学、政治

学、法学、人類学、情報科学、進化生物学、動物行動学、社会物理学などの広範な領域の国際学

術誌において、数多くの引用を受けている。次頁の図 2は、本センターの発信した論文が国際学

術誌において引用された回数の推移を示している。また、次頁の図 3は、若手研究者が第一著者

として公刊した国際学術誌論文数の推移を示している。いずれの図からも、本センターとその支

援する GCOEが発足した 2007年以降、国際的な研究成果が増大していることが分かる（本セン

ターには、2013年度より新たに医歯薬系部局からの兼務教員が加わったため、国際学術論文の

被引用数が急増している。しかし、人文学系と医歯薬系では根本的に被引用論文数に大きな相違

があることから、公正に業績を評価するために 2012年度までの構成員のみによる研究成果を掲

載する 。若手研究者が第一著者として公刊した国際学術誌論文数についても、医歯薬系を除い

た成果を掲載する）。以上より、「国際的にインパクトのある研究成果の発信」という所期の目

標の達成に向け、着実な進展が見られる。 

 

 
 

 
 

図 2 国際学術誌における論文被引用数の推移. 
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図 3 若手研究者が第一著者として公刊した国際学術誌論文数の推移. 

 
 
 
 
④ 国内外の研究拠点との連携強化を通じた、人間・社会科学における実験研究のための国際ネ

ットワークの構築 

	 本センターは、大型研究資金（特定領域研究、最先端研究基盤事業）の獲得を通じて、国内の

主要研究拠点（大阪大学社会経済研究所、早稲田大学政治経済学術院、京都大学霊長類研究所）

との間に共同研究体制を構築している。加えて、兼務教員の仲眞紀子は、2011年度科研費新学

術領域研究「法と人間科学」の研究代表者として、100名を超える全国の研究者・大学院生・実

務家をリードしている（なお、この課題は、2011年度に人文・社会科学系で採択された唯一の

研究課題である）。また、高橋泰城は新学術領域研究「精神機能の自己制御理解にもとづく思春

期の人間形成支援学」の研究分担者として、既存の学問領域の枠を超えた新しい領域の開拓を担

っている。このことは、「大型研究プロジェクトの立ち上げ段階から事業終了まで、継続的な支

援を行う。」という第二期中期計画の一部が、これまでの社会科学実験研究センターの活動にお

いて既に実現しつつあることの証左として捉えられよう。こうした活動は本学における研究戦略

とも密接に関連しており、例えば、「世界レベルで見て北大に優位性のある研究分野」の一つに

「心の社会性に関する研究」が選ばれており、社会科学実験研究センターがその基盤を提供して

いることにも表れている。 

WISH 事業の一環として、2011－2012 年度予算により、京都大学大こころの未来研究センター、

東京大学進化認知科学研究センター、そして、本センターの 3拠点に対して、拠点間の研究連携

を強化するために、最新型の MRI装置が導入された。本センターに関しては、2012年度補正予

算（施設整備費補助事業; 3億円）によってシーメンス社製 3テスラ MAGNETOM Prismaが導入
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され、2014年 4月より稼働を開始している。医歯学総合研究棟に設置されており、本センター

に所属するメンバーだけでなく、医学系から理学系、教育学系に至る学内の研究者によって利用

されている。本機器を中核として、学内外で拠点間あるいは学部間の壁を超えた研究連携が推進

されている。 

	

（2）総括と今後の展望	

 

以上、本センターは、教育および研究活動を通じて、社会科学実験の国際的中核拠点としての

高い評価を確立してきた。こうした実績は、「社会科学実験に関する教育研究の進展に資するこ

とを目的とする」という本センターの設立目的（北海道大学社会科学実験研究センター規程第２

条）に適うものであると総括できる。 

本センターの今後の展望であるが、第一には、本センターに所属する研究者、および国内外の

社会科学者の実験研究を支援することを通じて、従来から取り組んできた社会科学実験の国際的

中核拠点としてなお一層の発展を目指す。またこれに関連して、本センターの研究者と、国内外

の先端研究拠点の研究者とのネットワーキングと共同研究の発展をさらに支援していく。 

第二に、2014年に北海道大学が選定された「スーパーグローバル大学創成支援プログラム」

と連携することにより、国際共同研究を国際的な共同教育と有機的に融合させる取り組みをさら

に深化させていく。上述のように、2015年 7月にはその第一歩として、北海道大学「スーパー

グローバル大学事業におけるトップランナーとのコラボ事業」との共催でアルバータ大学との協

働サマープログラムを開催し、集中講義、および大学院生向けの英語論文執筆ワークショップを

実施した。2016年もこの交流を拡充させる形で、海外から第一線の研究者を招聘して、集中講

義と大学院生向けセミナーを開講するとともに、当センターの構成員やその指導学生を含めた共

同研究の可能性を議論する「サマー・インスティテュート 2016」を実施予定である。 

なお、本センターは 2015 年度より学内共同施設となり、設置時限が廃止されることになった。 

このように、本センターは社会科学実験の国際的中核拠点として、日々の研究教育活動を鋭意

展開している。北海道大学の人文社会科学分野における屈指の先端研究拠点として、社会科学実

験の国際的進展と普及に努めつつ、来るべき「人間・社会科学統合」に向けて世界的役割を果た

していくことが、本センターの今後の重要なミッションである。  
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資料編	

資料 1	 実験施設の詳細	

（1）施設紹介	

集団実験室	

15のパーティションつきデスクが設置され、他者の存在を意識しつつ行う集団内行動の実験

に用いる。各デスクのパーティションの高さを変えることでプライバシーの程度を調整できる。

また正面には大型スクリーンが設置されており、参加者全員に対し同時に実験の説明を行う必要

のある実験が実施できる。また各デスクにはパソコンが設置されており、国際ネットワーク実験

室ともネットワークで連結すると、合わせて 36人まで同時に実験参加が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 集団実験室における実験実施の様子            図 5  集団実験室模式図 

	

	

国際ネットワーク実験室	

実験参加者用の個室が 16室用意され、参加者同士あるいは海外の実験室にいる参加者と、コ

ンピューターネットワークを介して相互作用を行う実験に用いる（これまでの実施実績：日本・

中国・台湾を連結した国際実験）。参加者用個室に加え、実験準備室が設置されている。これら

の個室及び制御室にはコンピューターが配置されており、LANで接続されている。よってコン

ピューターを介したコミュニケーションや相互作用の実験が実施できる。個室は完全な防音を施

していないため、他の参加者の存在を意識しつつ、かつ相手の顔や名前についての匿名性の保障

された状態で実験を実施できる。 
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感覚システム実験室	

他の参加者と相互作用を行いながら、眼球運動、心拍数、皮膚反応などの感覚・生理データを

計測し、行動と情動反応や注意の配分などとの関連を調べるための実験室が整備されている。2

つの完全防音室と 2つの簡易防音室、および実験のための準備室から構成されており、各実験室

内に LANが設置されている。防音室には、眼球運動測定装置、参加者に実験刺激を提示しつつ

実験の様子を録画できるプロンプター、心拍などの整理指標を測定する装置、実験実施と分析用

コンピューターが配置され、外部の雑音に影響されやすい生理指標・認知指標を測定する実験か

ら分析まで実施できる。 

 

NTU（国立台湾大学）における実験の様子 中山大学（中国）の実験室 

図 6	国際ネットワーク実験室における日本・中国・台湾の国際接合実験	

国際ネットワーク実験 国際ネットワーク実験室における実験実施の様子 
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(2)	施設利用状況	

全利用に対する総実験室稼働日数は年間延べ 337日、実験への参加者総数は延べ 2,855名であ

った。このうち、本学外の研究者による利用延べ件数は 9件、実験参加者総数は 1,202名であっ

た。さらに、2014年度より利用を開始した磁気共鳴画像装置（MRI）の 2015年度稼働日数は

205日、利用登録者数は 89名であった。これらの参加者のほとんどは本学の学生であるが、こ

の規模での実験研究の組織的推進は国内において類例がなく、国際的にも屈指の規模である。 

 

 

筋電位測定	

呈示された実験刺激	

測定値の分析	

分析結果	

図 7	 感覚システム実験室における研究例	

（顔面筋電位検査による二者間の表情、及び感情の転移現象の検証.  

Murata, A., Saito, H., Schug, J., Ogawa, K., & Kameda, T., 2016) 

 

感覚システム実験室模式図	
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資料 2	 教育研究活動の詳細	

 

教育活動 

	 社会科学実験研究センターでは、以下の 2科目を開講している。大学院共通授業科目「実験社

会科学入門（Introduction to Experimental Research in Social Sciences）」は、2008年度より毎

年開講している。また 2015年度には新たに、北海道大学「スーパーグローバル大学事業におけ

るトップランナーとのコラボ事業」との共催で、下記の協働サマープログラムを開始した。 

	 2015年度春学期（4〜6月）に開講した大学院共通授業科目「実験社会科学入門（Introduction 
to Experimental Research in Social Sciences）」では、社会科学研究における実験の必要性につ
いての一般知識を得つつ、社会科学実験の研究法について理解することを到達目標とし、社会科

学の実験法に関する入門書、実証実験をもとにした研究論文、および体験実験を通じて社会科学

実験の方法と意義についてわかりやすく解説し、社会科学において実験が果たす役割について討

論した。 

	 2015年度 7月夏に新たに開催したアルバータ大学との協働サマープログラムは、社会科学実

験研究センターと北海道大学「スーパーグローバル大学事業におけるトップランナーとのコラボ

事業」との共催で行われた。講師にはカナダ・アルバータ大学心理学部の増田貴彦准教授をお招

きし、集中講義形式で「文化心理学の最前線（Frontiers in Cultural Psychology）」を開講するとと

もに、大学院生向けの英語論文執筆ワークショップを開催した。英語論文執筆ワークショップで

は、増田准教授やアルバータ大学の大学院生が本学大学院生が執筆した英語論文原稿に対して、

論理的側面や英語表現などについて、ワークショップ形式で指導を行った。 
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	 また、本センターは下記に示す共催ワークショップや学術セミナーを開催している。まず

2015年 11月には、本センターと大学力強化推進本部 URAステーションおよび北海道大学付属

図書館との共催、文学研究科の後援により、「院生・若手研究者のための英語論文執筆セミナー」

を開催した。本セミナーでは、大手学術出版社 SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltdのエグゼク

ティブディレクターである Rosalia Da Garcia氏による英語論文執筆と投稿の心構えとヒントに関

する初心者向けの講演、また人文社会科学系論文の出版に関する近年の世界的動向についての講

演が行われた。さらに、本学附属図書館、および URAステーションからは、本学におけるオー

プンアクセス推進状況や、本年度より新たに開始される英語論文校閲費支援プログラムについて

のレクチャーが行われた。セミナーには、人文・社会科学系及び関連書分野で英語論文執筆に関

心のある大学院生・博士研究員や、若手研究者の指導を行う教員が参加し、参加者人数は 83名

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 9	セミナー講師・Rosalia	da	Garcia 氏（SAGE 出版アジア・太平洋地域エグゼクティブディ

レクター）とセミナーの様子	

図 8	増田貴彦准教授（University	of	Alberta）による集中講義「文化心理学最前線	(Frontiers	

in	Cultural	Psychology)」（上）および英語論文執筆ワークショップ（下）の様子	
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共催ワークショップおよび学術セミナー	

日付 タイトル 講演者 参加者 

2016/1/19 

Magnitude of the gap between environmental 
awareness and pro-environmental behavior 
varies both within and between societies: A 
social dilemma analysis 

Prof. Kim-Pong Tam (The Hong 
Kong University of Science and 
Technology) 

20名 

2015/12/28 Hearing the voice of future generations: A 
laboratory experiment of "Demeny voting" 

肥前洋一 教授（高知工科大学・経
済マネジメント学群） 

10名 

2015/11/12 院生・若手研究者のための英語論文執筆

セミナー 

Pantelis Rosalia da Garcia氏（SAGE
出版アジア・太平洋地域エグゼク

ティブディレクター） 
83名 

2015/10/16 カラスを以てヒトを考える：認知・行動

の進化における社会生態と身体との関係 
伊澤栄一 准教授（慶應義塾大学
文学部） 

30名 

2015/9/28 産業廃棄物処理工程に関する進化ゲーム

解析 

志村 隼人 氏（東京工業大学大学
院社会理工学研究科価値システ

ム専攻） 
6名 

2015/7/16-
17 

国際誌に投稿するための英語論文書き方

セミナー 
増田貴彦 准教授（カナダ・アル
バータ大学心理学部） 

10名 

2015/6/18 人類の文化進化の数理 
中橋 渉 先生（総合研究大学院大
学 先導科学研究科） 

21名 

2015/6/11 注意と魅力 
河原 純一郎 特任准教授（北海道
大学文学研究科心理システム科

学講座） 
32名 

 	

図 10	Kim-Pong	Tam	准教授	(The	Hong	Kong	University	of	Science	and	Technology)や伊澤

栄一	准教授（慶應義塾大学文学部）による共催ワークショップ	
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資料 3	 若手研究者の支援とその成果の詳細	

	  

	 本センターは、2015年度において以下の長期および短期外国人研究員を受け入れ、当該分野

の若手研究者育成に努めている。 

長期受け入れ外国人研究員	

2015年度 Christopher Kavanagh（University of Oxford） 

 

短期受け入れ外国人研究員	

2015年度 Eva Krockow （University of Leicester） 

 

	 若手育成の成果を以下の表に示す（交付総額については複数年度にわたる場合、2015年度の

直接経費のみを示す）。 
 

日本学術振興会特別研究員	

	

氏名 資格 
受給期間 

（年度） 

交付総額 

（千円） 
研究課題名 

須山巨基 DC 2015～2017 1,000 
技術と言語：累積的文化進化を通した構造の創

発 

中井幸衛 DC 2015～2017 100 
一般成人のストレスと抑うつ・不安に関する研

究 

宮崎茜 DC 2014～2016 700 
発達性ディスレクシアにおける読みスキル習得

メカニズムの解明と認知機能訓練の開発 

中分遥 DC 2014～2015 1,000 
文化進化から生み出される創発性：集合知の観

点から 

稲葉美里 DC 2013～2015 1,200 
連結による協力問題解決メカニズムの解明－実

験と進化シミュレーションを用いた研究 

北梶陽子 DC 2013～2015 1,100 
社会的ジレンマ状況における共通目標の共有過

程 

佐藤浩輔 DC 2013～2015 1,100 
合意形成場面における信頼：機能および規定因

に関する実証的研究 

村田藍子 DC 2013～2015 1,200 
‘共感’の心的デザインの再構築－認知・行動・神
経基盤の解明 

Thomson, 
Robert John 

DC 2013～2015 1,100 
インターネットにおける社会関係資本形成の社

会生態学的アプローチからの検討 
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2015 年度に院生および研究員が獲得した学会賞・学術賞・フェローシップ	

（学振特別研究員奨励費を除く）	

氏名 獲得年度 学会費・フェローシップ 

石橋伸恵 2015 
2015 SAGE-Hokkaido Award for Best Journal Article in Social Sciences（2015
年度 SAGEー北大 社会科学国際優秀論文賞） 

小野田竜一 2015 
北海道大学大学院文学研究科	 研究支援プログラム	 共生の人文学プロジ

ェクト 

北梶陽子 2015 
The 46th International Simulation & Gaming Association Annual Conference, 
Excellent Oral Presentation Award 

北梶陽子 2015 日本心理学会優秀論文賞 

北梶陽子 2015 北海道大学大塚賞 

小林翼 2015 
北海道大学大学院文学研究科	 研究支援プログラム	 共生の人文学プロジ

ェクト 

陳沖 2015 
Hong Kong Society of Biological Psychiatry Annual Scientific Meeting Travel 
Award   

村田藍子	 2015	 北海道大学大塚賞	

山田順子	 2015 
北海道大学大学院文学研究科	 研究支援プログラム	 共生の人文学プロジ

ェクト 

山田順子	 2015 
日本社会心理学会	 2015年度大学院生・若手研究者海外学会発表支援制
度 

Kavanagh, 
Christopher 
Michael 

2014～
2015 

The John Templeton Foundation 
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資料 4	 競争的資金獲得状況の詳細	

文部科学省科学研究費（代表）	

社会科学実験研究センター構成員が代表を努める研究について、2015 年度に交付された直接経

費の総額を示す。	

資金名	
受給期間	

（年度）	
研究課題	 氏名	

金額	

（千円）	

新学術領域研究

（研究領域提案

型）	

2013～2017	 計時と予測の神経機構の探究	 田中真樹	 10,800	

新学術領域	

（研究領域提案

型）	

2011～2015	
子どもへの司法面接：面接法の改善

その評価	

仲眞紀子・

他 2名	
9,500	

新学術領域	

（研究領域提案

型）	

2011～2015	 法と人間科学	
仲眞紀子・

他 13 名	
12,400	

基盤研究 S	 2012～2016	
高次脳領域におけるシナプス伝達制

御機構の分子形態学的研究	

渡辺雅彦・

他 1名	
16,400	

基盤研究 A	 2012～2015	

多元的な価値の中の環境ガバナン

ス：自然資源管理と再生可能エネル

ギーを焦点に	

宮内泰介・

大沼進・他

15 名	

6,700	

基盤研究 B	 2015～2018	

社会の制約と個人の制約－対人行動

戦略に対する関係流動性と市場価値

の交互作用効果	

結城雅樹	 4,200	

基盤研究 B	 2015～2017	

異年齢期カップリングの発達学：子

どもの生きづらさを超えるための学

際的協働	

川田学・他

9 名	
3,800	

基盤研究 B	 2014～2017	

法廷における異文化衝突の言語分析

－法文化の変容と法批判をめぐって

－	

尾﨑一郎・

他 5名	
3,700	

基盤研究 B	 2014～2017	
職場におけるリフレクションとアン

ラーニングに関する実証研究	
松尾睦	 2,200	

基盤研究 B	 2014～2016	
意図的な行動精製時に於ける注意資

源配置のダイナミクス	

河原純一

郎・他 2名	
4,100	

基盤研究 B	 2013～2015	
累積的文化進化を生み出す環境と心

のアーキテクチャ	
竹澤正哲	 13,200	

基盤研究 B	 2012～2015	
秩序問題の解決法としてのサンクシ

ョン行動の説明原理	
高橋伸幸	 4,200	
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基盤研究 C	 2014～2018	
縄文文化「続縄文期」における海獣

狩猟集落の研究	
小杉康	 800	

基盤研究 C	 2013～2015	

係争事例の合意形成への手続き的公

正の役割：議題設題と当事者性が受

容に及ぼす影響	

大沼進	 1,100	

挑戦的萌芽研究	 2015～2017	
知の歴史的発展を支える認知的基盤

の解明	
竹澤正哲	 500	

挑戦的萌芽研究	 2014～2016	
放射線定位照射による脳疾患モデル

を用いた脳機能解析	
田中真樹	 1,000	

挑戦的萌芽研究	 2014～2015	
平均・加重を越えた多要素集団の持

つ魅力評価手法の確立	

河原純一

郎・他 2名	
1,560	

挑戦的萌芽研究	 2014～2015	
動作主体感を生み出す脳内機構の操

作的検証	
小川健二	 1,200	

挑戦的萌芽研究	 2013～2015	
幼児教育環境と幼児の共発達に関す

る生態・文化的アプローチ	
川田学	 600	

若手研究 B	 2015～2017	
向社会行動を支える心理メカニズム

にかんする比較認知科学研究	
瀧本彩加	 1,200	

 
 
	

	

	

文部科学省科学研究費（分担）	

社会科学実験研究センター構成員が分担者を努める研究について、2015 年度に研究代表者へ交

付された直接経費の総額を示す。	

資金名	
受給期間	

（年度）	
研究課題	 氏名	

金額	

（千円）	

新学術領域研究

（研究領域提案

型）	

2014～2018	
人＝動物インタラクションにおける

行動動態の分析と認知モデル化	

鮫島和行・

澤幸祐・瀧

本彩加	

14,600	

新学術領域	

（研究領域提案

型）	

2011～2015	 思春期の自己制御の形成過程	

長谷川眞理

子・高橋泰

城	

147,000	

基盤研究 S	 2015～2019	
向社会行動を支える心と社会の相互

構築	

山岸俊男・

坂上雅道・

清成透子・

阿久津聡・

高岸治人・

高橋伸幸	

37,200	
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基盤研究 S	 2011～2015	
向社会的行動の心理・神経基盤と制

度的基盤の解明	

山岸俊男・

坂上雅道・

清成透子・

品田瑞穂・

高橋伸幸	

23,500	

基盤研究 A	 2013～2016	 集合知の認知・生態学的基盤	

亀田達也・

中丸麻由

子・高橋伸

幸・犬飼佳

吾	

6,600	

基盤研究 B	 2015～2017	 利己学の系譜学	

太子堂	正

称・高橋泰

城	

3,800	

基盤研究 B	 2014～2016	

イワシ、カツオ・マグロ等からみえ

るアジアにおける水産物グローバル

化とその諸影響	

福家洋介・

内海愛子・

藤林泰・宮

内泰介	

4,500	

基盤研究 B	 2013～2016	

小売企業の仕入活動におけるプロセ

ス革新と仕入先企業への関係管理の

展開	

高嶋克義・

平野光俊・

南知惠子・

松尾睦・西

村順二・小

宮一高・金

昌柱・徐恩

之	

2,100	

基盤研究 B	 2013～2015	
離島におけるアロマザリングの総合

的研究：守姉の風習を中心に	

根ヶ山光

一・川田

学・外山紀

子・池邨清

美・小島康

生・宮内

洋・山口創	

3,200	

基盤研究 B	 2013～2015	

現代市民社会における「公共民俗

学」の応用に関する研究―「新しい

野の学問」の構築	

菅豊・宮内

泰介・竹川

大介・川森

博司・政岡

伸洋・加藤

幸治・俵木

悟	

4,100	

基盤研究 C	 2015～2017	

積雪寒冷地域における子供の心的ス

トレス負荷を考慮した新たな身体活

動モデルの構築	

中島寿宏・

川田学・森

田憲輝	

1,000	
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基盤研究 C	 2015～2017	
図的表現の柔軟な読解における実行

機能の働き	

杉尾武志・

小川健二	
1,400	

挑戦的萌芽研究	 2015～2017	

規範の内面化とヒトの攻撃性：規範

逸脱者に対する制裁行動を生む心理

生理基盤の解明	

清成透子・

高橋泰城	
1,800	

挑戦的萌芽研究	 2015～2017	
単一光子を用いた意思決定機能構築

の研究	

成瀬誠・高

橋泰城	
1,000	

挑戦的萌芽研究	 2013～2015	
実験経済物理学による社会的学習と

集団知の創発過程の解明	

守真太郎・	

高橋泰城他	
1,000	

	

	

文部科学省科学研究費を除く研究助成	

社会科学実験研究センター構成員が代表および分担者を努める研究について、2015 に研究代表

者へ交付された直接経費の総額を示す。	

資金名	
受給期間	

（年度）	
研究課題	 氏名	

金額	

（千円）	

日本学術振興会

『課題設定による

先導的人文学・社

会科学研究推進事

業』実社会対応プ

ログラム	

2015～2018	
私益と共益が錯綜する公共的意思決

定のプロセスデザインに関する研究	

大沼進・宮

内泰介・肥

前洋一・青

柳みどり・

久保田学・

安保芳久	

1,920	

科学技術融合振興

財団調査研究助成	
2015～2017	

異なる利害を乗り越えた共通目標の

成立要件についてのゲーミング研究	
大沼進	 150	

日本学術振興会

『課題設定による

先導的人文・社会

科学研究推進事

業』領域開拓プロ

グラム	

2014～2017	

規範理論としての法語用論の開拓	

－ヘイト・スピーチの無効化をめぐ

って－	

尾﨑一郎・

堀田秀吾・

郭薇・李楊	

3,871	
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課題設定による先

導的人文・社会科

学研究推進事業	

2014～2016	

『社会価値』に関する規範的・倫理

的判断のメカニズムとその認知・神

経科学的基盤の解明	

亀田達也・

長谷川晃・

坂上雅道・

児玉聡・唐

沢かおり・

犬飼圭吾・

樋口さと

み・小川昭

利	

10,000	

JST 革新的技術によ

る脳機能ネットワ

ークの全容解明プ

ロジェクト	

2014～2016	

マーモセット脳機能研究に最適化し

た経路選択的操作とその基盤となる

回路構造解析技術の開発	

小林和人・

渡辺雅彦	
1,600	

文部科学省受託研

究費	
2011～2015	

ドパミン神経系に着目した難治性気

分障害の統合的研究	

吉岡充弘・

本間さと・

南雅文・井

上猛・渡邉

雅彦	

25,962	
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資料 5	 研究業績一覧	

	

2015年度  

【著書・分担執筆（洋書）】	

Kitakaji, Y. & Ohnuma, S. (2016). Even Unreliable Information Disclosure Makes People Cooperate in a Social Dilemma: 
Development of the “Industrial Waste Illegal Dumping Game”. In T. Kaneda, H. Kanegae, Y. Toyoda, & P. Rizzi 
(Eds.), Simulation and Gaming in the Network Society No.5. Springer.  

Oishi, S., Schug, J., Yuki, M., & Axt, J. (2015). The psychology of residential and relational mobilities.  In M. Gelfand, C.Y. 
Chiu, Y.Y. Hong (Eds.), Handbook of advances in culture and psychology. (pp.221-272) Oxford, UK: Oxford University 
Press.  

 

	

【著書・分担執筆（和書）】	

小川健二 (2015). 学習する脳と時間. 田山忠行 (編), 時を編む人間－人文科学の時間論－ 北海道大学出版会. 

河原純一郎・横澤一彦 (2015). 注意－選択と統合－. 勁草書房. 

田中真樹. (2015). 神経系の構造－局所からネットワークまで－運動制御・脳. 脳神経外科プラクティス 6	 脳神経

外科医が知っておくべきニューロサイエンスの知識, 59-61. 

竹澤正哲. (2016). 解説. 文化進化論：ダーウィン進化は文化を説明できるか . 

宮内泰介 (印刷中). 震災と地域再生. 西城戸誠・宮内泰介・黒田暁 (編). 法政大学出版局. 

吉川和幸 (2015). 記録と評価. 七木田敦・松井剛太 (編), つながる・つなげる障害児保育	 かかわりあうクラスづく

りのために. 保育出版社. 

和田博美 (2015). アルコールと薬物の影響. 榊原洋一・米田英嗣 (編), 発達科学ハンドブック 8	 脳の発達科学 

(pp.210-218). 新曜社. 

 

	

【学術雑誌（国際誌）】	

Ageta-Ishihara N, Yamazaki M, Konno K, Nakayama H, Abe M, Hashimoto K, Nishioka T, Kaibuchi K, Hattori S, 
Miyakawa T, Tanaka T, Huda F, Hirai H, Hashimoto K, Watanabe M, Sakimura K, Kinoshita M (2015). A 
CDC42EP4/septin-based perisynaptic glial scaffold that facilitates glutamate clearance. Nature Communications, 6, 
10090. 

Ando, K., Yorifuji, K., Ohnuma, S., & Matthies, E.  (2015). Transmitting pro-environmental behaviors to the next generation: 
A Comparison between Germany and Japan. Asian Journal of Social Psychology, 18(2), 134–144. 

Chen, C. (2015). Intelligence moderates reinforcement learning: a mini-review of the neural evidence. Journal of 
Neurophysiology, 113(10), 3459-61. 

Chen, C., Omiya, Y., Yang, S. (2015). Dissociating contributions of ventral and dorsal striatum to reward learning. Journal of 
Neurophysiology, 114(3), 1364-6. 

Chen, C., Takahashi, T., Nakagawa, S., Inoue, T., & Kusumi, I. (2015). Reinforcement leaning in depression: A review of 
computational research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 55, 247-267. 

Chen, C.,Takahashi, T., & Yang, S.  (2015). Remembrance of happy things past: positive autobiographical memories are 
intrinsically rewarding and valuable, but not in depression. Frontiers in psychology, 6, doi:  10.3389/fpsyg.2015.00222. 
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Tsuchida, S., & Takezawa, M. (2015). Testing logical validity of the concept of relational mobility by agent-based computer 
simulations. Poster presented at the 16th International Conference on Social Dilemmas. Hong Kong. 

Urushihara, A., & Kasai, T. (2015). Electrophysiological correlates of visual attentional time templates for psychological 
“instant” and “continuance”. Poster presented at the 11th Asia-Pacific Conference on Vision. Singapore. 

Wada, H. (2015). Thyroid hormone deficiency and development of ultrasonic vocalization responses in rat pups. Poster 
presented at the Dioxin 2015. San Paulo, Brazil. 

Wada, H. (2015). Perinatal hypothyroidism and ultrasonic vocalization in rat pups. Poster presented at the 15th meeting of 
International Neurotoxicology Association. Montreal, Canada. 

Yamada, J., Kito, M., & Yuki, M. (2015). Perceived self-mate value and the selection of mating strategies. Poster presented at 
the 27th Annual Meeting of Human Behaviour and Evolution Society. Columbia, USA. 

Yamamoto, S., Naka, M., Wachi, T., Watanabe, K., &Yokota, K. (2015). Effects of rapport building strategies and 
questioning styles on the investigative interview: Part1. Paper presented at the 9th East Asian Law and Psychology 
Conference. Kyoto, Japan. 

Yoshida, A., Kudo, K., Yabe, I, Tanaka, M., Sasaki, H., & Shirato, H. (2015). Evaluation of spinocerebellar ataxia type 6 
(SCA6) by diffusion kurtosis imaging with tract-based spatial statistics. Poster presented at the AOCNR 2015. Fukuoka, 
Japan. 

Yoshida, T., Ohmura, Y., Uchigashima, M., Izumi, T., Watanabe, M., & Yoshioka, M. (2015). Presynaptic serotonin release is 
modulated by retrograde endocannabinoid system in the amygdala. Poster presented at the 38th	 Annual	 Meeting of 
the Japan Neuroscience Society. Kobe, Japan. 

Yuki, M., Thomson, R., Kito, M., & Yamada, J. (2015). Intimacy, openness, and similarity in 39 countries: Exploring social 
ecologies’ effect on interpersonal strategies. Paper presented at the 2015 International Convention of Psychological 
Science. Amsterdam, Netherlands. 

 

 

【学会発表（国内学会）】	

井坂薫・仲真紀子・道又爾. (2015). 背景情報が中心情報の同定／解釈に及ぼす影響. 北海道心理学会第 62回大会. 

泉剛・王冊・大村優・吉田隆行・吉岡充弘. (2016). SSRIの抗不安効果は 5-HT1A受容体を介する. 第 89回日本薬

理学会年会. 

泉剛・ゲブレル ロベル・王冊・大村優・吉田隆行・吉岡充弘. (2015). うつ病の動物モデルにおける扁桃体の機能

亢進. 第 45回日本神経精神薬理学会・第 37回日本生物学的精神医学会. 

泉剛・ゲブレル ロベル・王冊・大村優・吉田隆行・吉岡充弘. (2015). うつ病モデルラットの扁桃体における

FKBP5の変化. 第 66回日本薬理学会北部会. 
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稲葉美里・高橋伸幸. (2015). 社会的交換と社会的ジレンマの連結：進化シミュレーションによる検討. 日本社会心

理学会第 56回大会. 

稲葉美里・高橋伸幸. (2015). 社会的交換と社会的ジレンマの連結に基づく選別的利他行動の進化条件. 日本人間行

動進化学会第 8回大会. 

植松明子・田中真樹. (2015). Further properties of neurons in the primate cerebellar dentate nucleus responding to the 

oddball detection task. 第 38回日本神経科学大会. 

宇野智己・河西哲子・奥村安寿子. (2015). 課題非関連な平仮名文字列に対する複数の早い処理過程. 日本認知心理

学会第 13回大会. 

漆原彩花・河西哲子・竹谷隆司. (2015). 瞬間的および持続的時間に関する事象関連電位による検討. 日本心理学会

第 79回大会. 

及川智博・川田学. (2015). 運動会を組織化する象徴的道具：年長学年における遊戯の練習過程に着目して. 日本発

達心理学会第 26回大会. 

及川智博・川田学. (2015). 運動会の練習過程における時間的構造：ある幼稚園の年長遊戯の年度間比較による検

討. 日本保育学会第 68回大会. 

大沼進. (2016). 相互協力の達成と集団間葛藤解決のための 共通目標の共有化と情報共有の役割：仮想世界ゲーム

を用いた検討. 高知工科大学フューチャーデザイン研究センターセミナー. 

大沼進. (2015). 群集心理から集合的意思決定へ：衆愚から集合知へ変われるか？ 第 21回交通流と自己駆動粒子

系のシンポジウム. 

大沼進・広瀬幸雄・大澤英昭・大友章司. (2015). 高レベル放射性廃棄物地層処分受容の規定因：英国事例調査. 日

本社会心理学会第 56回大会. 

大友章司 ・広瀬幸雄・大澤英昭・大沼進. (2015). 指定廃棄物の処分場立地調査の受容モデルの検討. 日本社会心

理学会第 56回大会. 

大澤英昭・大友章司 ・広瀬幸雄・大沼進. (2015). 信頼と手続き的公正さが高レベル放射性廃棄物地層処分施設の

立地調査受容に及ぼす効果. 日本社会心理学会第 56回大会. 

大村優・田中謙二・木村生・常松友美・山中章弘・吉岡充弘. (2015). 光遺伝学による背側/正中縫線核セロトニン

神経制御は不安、うつ、衝動性に部位依存的に影響を与える. 第 45回日本神経精神薬理学会・第 37回日本生

物学的精神医学会. 

小川健二. (2015). fMRIデコーディングによる行為認識の神経表象の解明. 

小川健二. (2015). fMRIデコーディングによる感覚運動学習に関わる神経機構の解明. 第 2回認知科学・認知神経

科学セミナー. 

小川健二. (2015). 使用する手に非依存の道具使用行為の神経表象：fMRIデコーディングによる検討. 第 39回日本

神経心理学会. 

小川健二. (2015). fMRIデコーディングを使った神経表象の検討,「ヒト脳イメージング研究の最前線」. 日本心理

学会第 79回大会. 

小川健二・今水寛. (2015). 複数の感覚運動学習の神経表象とニューロフィードバックによる学習促進. 第 9回

Motor Control研究会. 

小野田竜一・高橋伸幸. (2015). 差別行動による均衡が崩壊する条件. 日本社会心理学会第 56回大会. 

河西哲子・田中翔. (2015). 物体上の注意拡散は知覚的負荷により抑えられるか. 日本心理学会第 79回大会. 

河村友里絵・和田博美. (2015). 乳児期母子分離が仔ラットの超音波発声に与える影響. 日本心理学会第 79回大会. 

北梶陽子. (2016). 話し合いの機会が協力行動をもたらす場合の検討：「ごみ当番ゲーム」を用いた実験. 高知工科

大学フューチャーデザイン研究センターセミナー. 

鬼頭美江・山田順子・結城雅樹. (2015). 高関係流動性社会における関係維持戦略としてのソーシャルサポート：

日加比較研究. 日本社会心理学会第 56回大会. 

小杉康. (2015). イルカを狩るムラ・オットセイを狩るムラ－礼文華遺跡と小幌洞窟遺跡－ . 

小林翼・大沼進. (2015). 家庭用高額省エネルギー機器導入の規定因の検討. 日本社会心理学会第 56回大会発表論

文集. 
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小林翼・大沼進. (2015). 環境配慮行動のモデルを用いた家庭用省エネ機器の導入要因の検討. 第 2回省エネルギー

行動研究会. 

笹森瞳・大村優・吉岡充弘. (2015). デュロキセチン（duloxetine）はラット内側前頭野腹側部のドパミン神経伝達

を亢進させることで衝動的行動を減少させる. 第 29回北海道薬物作用談話会. 

佐藤浩輔・大沼進. (2015). 組織全体への信頼に一構成員の振る舞いが与える影響. 日本社会心理学会第 56回大会. 

澤幸祐・瀧本彩加・鮫島和行. (2015). 異種間で伝達される社会的シグナルの探求－種を超えて結ばれる絆の形成

メカニズムの解明に向けて－. 日本心理学会第 79回大会. 

式部真奈・村田明日香・富永大悟・室橋春光. (2015). 他者存在が負の情動処理に与える影響－事象関連脳電位に

よる検討－. 第 33回日本生理心理学会. 

式部真奈・村田明日香・富永大悟・室橋春光. (2015). 負の情動における社会的抑制－事象関連脳電位による検討

－. 日本社会心理学会第 56回大会. 

鈴木智貴・田中真樹. (2016). Correlation between pupil size and subjective passage of time in monkeys. 第 93回日本生理

学会. 

鈴木智貴・田中真樹. (2015). 計時におけるノルアドレナリンシステムの役割. 第 95回日本生理学会北海道地方会. 

須山巨基・前井のどか・竹澤正哲. (2015). 行為主体検知と超越的存在の認識：想起法を用いた検討. 日本社会心理

学会第 56回大会. 

竹谷隆司・亀田将史・田中真樹. (2016). Synchronized saccades to isochronously alternating visual stimuli in monkeys. 第

93回日本生理学会. 

竹澤正哲. (2015). 内面化される規範とその進化. 日本社会心理学会第 56回大会. 

竹澤正哲. (2015). 規範を内面化する能力の進化とその帰結：遺伝子と文化の共進化の観点から. 日本心理学会第

79回大会. 

田中真樹. (2015). 小脳の時間情報. 東京都医学研究所セミナー. 

田中真樹. (2015). 眼球運動と高次機能. 生理研研究会「行動制御における脳領域間の機能連関」. 

田中真樹. (2016). 眼球運動を指標にした時間情報処理の解析. 平成 27年度京都大学霊長類研究所共同利用研究会. 

田中真樹. (2015). Neuronal mechanism of temporal prediction in the cerebellum.第 38回日本神経科学大会シンポジウム

「時間認知の神経機構」.  

高橋泰城. (2015). 時間割引の行動神経経済学. NTTデータ経営研究所（東京）. 

高橋泰城. (2015). 無意識的意思決定の神経機構の解明が民主主義や自由概念に与える影響について. 新潟県立大学

（東京オフィス） 

高橋伸幸. (2015). 「協力の進化」を巡る、次世代の新たな問いとは何か？日本社会心理学会第 56回大会. 

高橋伸幸・松井駿. (2015). 協力行動の閾値の国際比較研究. 日本社会心理学会第 56回大会. 

高橋真由美. (2015). 専門家との協働による幼児向けプログラム企画・実施の意義－農作物にふれる親子向け体験

プログラムを通して－. 

高橋真由美・川田学. (2015). 保育所における保護者支援 2－保育士の経験年数と支援の困難要因との関連－. 

瀧本彩加. (2015). 向社会行動の進化の道筋～比較認知科学の視点から～. 日本社会心理学会第 56回大会. 

瀧本彩加・三船恒裕・齋藤慈子・長谷川寿一. (2015). 勘定が感情的な意思決定に与える影響－独裁者ゲームと最

後通牒ゲームにおける意思決定に対するコストの大きさの影響に着目して－. 日本心理学会第 79回大会 

土田修平・結城雅樹・竹澤正哲. (2015). エージェント・ベース・モデルを用いた関係流動性の概念的検討. 日本社

会心理学会第 56回大会. 

傳馬淳一郎・高橋真由美. (2015). 感情労働の視点からみる保育所実習における学生の感情と実習への影響. 

中井幸衛・井上猛・豊巻敦人・若槻百美・三井信幸・北市雄士・中川伸・仲唐安哉・亀山梨絵・大宮友貴・北川

寛・久住一郎. (2015). EPQ短縮版神経症傾向質問紙の妥当性検証. 日本精神科診断学会. 

中島寿宏. (2015). 体育授業におけるグループ内コミュニケーションの４ステージ－生徒間ネットワークと身体活

動量による分析から－. 日本スポーツ教育学会第 35回記念国際大会. 
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中島寿宏・秋野禎見・高瀬淳也・川田学. (2015). 中学校体育授業場面におけるグループ内コミュニケーションの

発展過程－ビジネス顕微鏡を用いた生徒間ネットワークの可視化から－. 日本運動・スポーツ科学学会第 22

回大会. 

中島寿宏・川田学. (2015). 積雪寒冷地域の幼稚園における子どもの遊びと生活. 日本保育学会第 68回大会. 

中島寿宏・伊藤崇・川田学・秋野禎見・田澤久幸・大巻太一. (2015). 体育授業におけるグループ学習の様相と発

展	 −ビジネス顕微鏡を用いた器械運動と球技の分析から−. 北海道体育学会第 55回大会. 

中村佑介・名畑理津子・今井史・小川健二. (2015). 意味情報を介した顔と名前の連合記憶の神経基盤. 第 62回北

海道心理学会. 

中分遥・竹澤正哲. (2015). いつ多数決はベストメンバーより優れるのか？集団成員の能力と判断間の相関を操作

したコンピュータ・シミュレーションによる検討. 日本心理学会第 79回大会. 

中分遥・竹澤正哲. (2015). 多属性型選択課題における集団意思決定ルールの比較. 日本社会心理学会第 56回大会. 

西部忠. (2015). グローバリゼーションの未来：擬制資本が遍在する自由投資資本主義の彼方. 第 55回比較経済体

制学会全国大会. 

堀田結孝・竹澤正哲・山本ひとみ・加村圭史朗・須山巨基. (2015). 不確実状況におけるリーダーによる罰の機能. 

日本人間行動進化学会第 8回大会. 

マークルス ユーリ オン・川田学・高橋真由美. (2015). 幼児の加法計算における課題形式の効果 −日本とシンガポ

ールの 6歳児の比較から−. 

真島理恵・高橋伸幸. (2015). 第三者サンクション行使に対する行動選択肢数の効果. 日本人間行動進化学会第 8回

大会. 

蒔苗詩歌・河西哲子. (2015). 心的回転における身体化認知は女性でより有効である. 日本認知心理学会第 13大会. 

宮崎茜・豊巻敦人・清水祐輔・久住一郎. (2015). 気分障害におけるワーキングメモリ課題遂行時の象関連電位・

事象関連同期の異常. . 

山田順子・鬼頭美江・結城雅樹. (2015). 自己の配偶価値がパートナー獲得戦略の選択に及ぼす影響. 日本心理学会

第 79回大会. 

山田順子・鬼頭美江・結城雅樹. (2015). 高関係流動性社会における適応デバイスとしての「情熱」：日加比較研究. 

日本社会心理学会第 56回大会. 

山田順子・鬼頭美江・結城雅樹. (2015). 自己の配偶価値がパートナー獲得戦略の選択に及ぼす影響. 日本人間行動

進化学会第 8回大会. 

山本渉太・渋谷友祐・岩見広一・仲真紀子. (2015). 捜査面接における警察官のラポール形成戦略(1). 日本心理学会

第 79回大会. 

山本渉太・渋谷友祐・仲真紀子・岩見広一・山元修一. (2015). 捜査面接におけるラポール形成方略と発問方法の

効果(2). 日本法科学技術学会第 21回学術集会. 

山本渉太・仲真紀子・和智妙子・渡邉和美・横田賀英子. (2015). 捜査面接における警察官のラポール形成戦略(2). 

北海道心理学会第 62回大会. 

吉川和幸・上村毅. (2015). 障害幼児の「学びの物語」を介した保育者、保護者の繋がり. 日本保育学会第 68回大

会. 

吉田隆行・大村優・泉剛・渡辺雅彦・吉岡充弘. (2015). 扁桃体における内因性カンナビノイドを介したセロトニ

ン遊離調節. 第 66回日本薬理学会北部会. 

吉田隆行・藤田幸大・小冷碧・大村優・泉剛・吉岡充弘. (2016). 幼若期ストレスによる扁桃体錐体細胞の神経機

能特性変化. 第 89回日本薬理学会年会. 

和田博美. (2015). ラットにおける周産期の甲状腺ホルモン阻害と超音波発声の発達. PCB講演会. 
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【ワーキングペーパー】 

本センターは、21COE 「心の文化・生態学的基盤に関する研究拠点」（CEFOM/21）において

刊行された 72本のワーキングペーパーを継承し、現在までに約 150本の論文を北海道大学社会

科学実験研究センター （CERSS）ワーキングペーパーとして発行している。 

	 No.73以降のワーキングペーパーのアブストラクトは社会科学実験研究センターのホームペー

ジ（http://lynx.let.hokudai.ac.jp/cerss/）において閲覧することができる。また、論文全体をダウン

ロードすることもできる。これらのサービスは社会科学実験研究センターの研究成果の社会還元

活動の一つとして行われている。 
 

2015年度  

No.145 「3R行動やごみ分別・排出行動と町内外のネットワークの関連」森康浩・大沼進 

No.144	 "Reputation Solves Social Dilemma Because People Assume That Others' Reputation Reflect 
Their Disposition" Misato Inaba and Nobuyuki Takahashi 

	

	

資料 6		学外研究機関との共同研究による施設利用実績	

 

学外研究機関との共同研究実施実績	

社会科学実験研究センターの実験施設は、学内外の研究者が利用可能な共同利用施設である。

2015年度には、学外研究機関との共同研究による実験施設の利用が 9件行われており、実験参

加者数は延べ 1,202名であった。 

 

2015年度  

李楊（玉川大学） 

「先制攻撃行動の心理的基盤に関する実験研究」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2016年 1月、国際ネットワーク実験室、実験参加者数 120名） 

 
亀田達也（東京大学大学院人文社会系研究科） 

「感情と社会的意思決定に関する fMRI実験」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 8月、医歯学統合研究棟 MRI室、実験参加数 27名） 
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亀田達也（東京大学大学院人文社会系研究科） 

「社会的意思決定に関する実験」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 8月、集団実験室・国際ネットワーク実験室、実験参加者数 142名） 

 
亀田達也（東京大学大学院人文社会系研究科） 

「意思決定場面における社会学習実験」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 8月、集団実験室・国際ネットワーク実験室・感覚システム実験室、実験参加者数 180

名） 

 
亀田達也（東京大学大学院人文社会系研究科） 

「社会的態度に関する意識調査実験」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 8月、集団実験室・国際ネットワーク実験室・感覚システム実験室、実験参加者数 182

名） 

 
Eva Krockow (University of Leicester) 
「ムカデゲーム実験（2）」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 8月、集団実験室・国際ネットワーク実験室、実験参加者数 100名） 

 
Eva Krockow (University of Leicester) 
「ムカデゲーム実験（1）」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 7-8月、集団実験室・国際ネットワーク実験室、実験参加者数 60名） 

 
堀田結孝 (国立情報学研究所) 

「公共財ゲームに関する実験研究」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 6月、集団実験室、実験参加者数 180名） 

 
Christopher Kavanagh (University of Oxford, Institute of Cognitive & Evolutionary Anthropology) 
「ソシオメトリック･バッチを用いた、脅威とアイデンティティ・フュージョンに関する実験」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

（2015年 4月、集団実験室、実験参加者数 211名） 
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付録 1	 組織構成員	

(2016年 3月現在) 

（1）専任教員	

村田明日香	 社会科学実験研究センター助教	

（2）兼務教員一覧	

結城雅樹	 文学研究科・教授、社会科学実験研究センター長	

吉岡充弘	 医学研究科・教授、社会科学実験研究副センター長	

高橋伸幸	 文学研究科・准教授	

高橋泰城	 文学研究科・准教授	

大沼進	 文学研究科・准教授	

仲眞紀子	 文学研究科・教授	

中島晃	 文学研究科・助教	

長谷川晃	 法学研究科附属高等法政教育研究センター・教授	

尾﨑一郎	 法学研究科附属高等法政教育研究センター・教授	

西部忠	 経済学研究科・教授	

和田博美	 文学研究科・教授	

小杉康	 文学研究科・教授	

宮内泰介	 文学研究科・教授	

河西哲子	 教育学研究院・准教授	

川田学	 教育学研究院・准教授	

竹澤正哲	 文学研究科・准教授	

久住一郎	 医学研究科・教授	

田中真樹	 医学研究科・教授	

渡辺雅彦	 医学研究科・教授	

小川健二	 文学研究科・准教授	

松尾睦	 経済学研究科・教授	

河原純一郎	 文学研究科・特任准教授	

 

（3）連携研究員一覧	

坂上雅道	

山岸俊男	

玉川大学脳科学研究所、大学院脳情報研究科・研究科教授	

一橋大学大学院国際企業戦略研究科・特任教授	

亀田達也	 東京大学大学大学院人文社会系研究科・教授	

増田貴彦	 アルバータ大学・准教授	
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（4）運営委員会委員一覧	

結城雅樹	 文学研究科・教授、社会科学実験研究センター長	

吉岡充弘	 医学研究科・教授、社会科学実験研究副センター長	

佐々木亨	 文学研究科・教授	

田村善之	 法学研究科・教授	

高木哲	 獣医学研究科・准教授	

山村理人	 スラブ・ユーラシア研究センター・教授	

宮内泰介	 文学研究科・教授	

尾﨑一郎	 法学研究科・教授	

川田学	 教育学研究院・准教授	

西部忠	 経済学研究科・教授	

 

（5）研究倫理委員会委員一覧	

高橋伸幸	 文学研究科・准教授	

松尾睦	 経済学研究科・教授	

石井敬子	 神戸大学人文学研究科・准教授	

村田明日香	 社会科学実験研究センター・助教	

 

（6）点検評価委員会委員一覧	

結城雅樹	 文学研究科・教授、社会科学実験研究センター長	

大沼進	 文学研究科・准教授	

村田明日香	 社会科学実験研究センター・助教	

石井敬子	 神戸大学人文学研究科・准教授（外部委員）	

渡邊正明	 文学研究科・文学部事務長	
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付録 2	 関連規程及び内規	

 
北海道大学社会科学実験研究センター規程 
北海道大学社会科学実験研究センター運営委員会規程 
北海道大学社会科学実験研究センター研究倫理委員会内規 
北海道大学社会科学実験研究センター点検評価内規 
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北海道大学社会科学実験研究センター規程 
平成19年４月１日 
海大達第203号 

（趣旨）	

第１条	 この規程は，国立大学法人北海道大学組織規則（平成16年海大達第31号）第36条第７項の

規定に基づき，北海道大学社会科学実験研究センター（以下「センター」という。）の組織及び

運営について定めるものとする。	

（目的）	

第２条	 センターは，本学の学内共同施設として，社会科学実験に関する研究を行うとともに，社

会科学実験分野における人材の育成，研究成果の国内外への発信，及び国内外の研究拠点との連

携の強化を促進することにより，社会科学実験に関する教育研究の進展に資することを目的とす

る。	

（職員）	

第３条	 センターに，センター長その他必要な職員を置く。	

（センター長）	

第４条	 センター長は，本学の専任の教授をもって充てる。	

２	 センター長は，センターの業務を掌理する。	

３	 センター長の任期は，２年とする。	

４	 センター長は，再任されることができる。	

５	 センター長は，第６条に規定する運営委員会の議を経て，総長が選考する。	

（副センター長）	

第４条の２	 センターに，副センター長を置くことができる。	

２	 副センター長は，次条に規定するセンターの業務を兼務する教授をもって充てる。	

３	 副センター長は，センター長の職務を助け，センター長に事故があるときは，その職務を代理

する。	

４	 副センター長の任期は，２年とする。ただし，その任期の末日は，センター長の任期の末日以

前とする。	

５	 副センター長は，再任されることができる。	

６	 副センター長は，センター長の推薦に基づき，総長が任命する。	

（兼務教員）	

第５条	 センターに，本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから，セン

ターの業務を兼務する者（以下この条において「兼務教員」という。）を置く。	

２	 兼務教員の兼務は，次条に規定する運営委員会の議を経て，総長が命ずる。	

３	 兼務教員の兼務の期間は，２年とする。	

（運営委員会）	

第６条	 センターに，センターに関する重要事項を審議するため，運営委員会を置く。	

２	 運営委員会の組織及び運営については，別に定める。	

（研究員）	

第７条	 センターに，研究員を置くことができる。	

２	 研究員は，本学の教員又は本学以外の研究機関において社会科学実験に関する研究に従事して

いる者をもって充てる。	

３	 研究員は，センター長の推薦に基づき，総長が委嘱する。	

４	 研究員の任期は，毎年４月１日から翌年３月31日までの間の一定期間とする。	

（研究生）	
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第８条	 センターにおいて，特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は，センター

において適当と認め，かつ，支障のないときに限りこれを研究生として許可する。	

２	 研究生の受入れについては，北海道大学研究生規程（平成３年海大達第３号）の定めるところ

による。	

（利用）	

第９条	 センターの利用に関し必要な事項は，運営委員会の議を経て，センター長が定める。	

（雑則）	

第10条	 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関して必要な事項は，運営委員会の議を

経て，センター長が定める。	

附	 則	

この規程は，平成19年４月１日から施行する。	

附	 則（平成24年４月１日海大達第77号）	

この規程は，平成24年４月１日から施行する。	

附	 則（平成26年４月１日海大達第145号）	

この規程は，平成26年４月１日から施行する。	

附	 則（平成27年４月１日海大達第173号）	

この規程は，平成27年４月１日から施行する。	

附	 則（平成27年10月９日海大達第256号）	

この規程は，平成27年10月９日から施行する。	
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北海道大学社会科学実験研究センター運営委員会規程 
平成19年４月１日 
海大達第204号 

（趣旨）	

第１条	 この規程は，北海道大学社会科学実験研究センター規程（平成19年海大達第203号。第３条

第１項において「センター規程」という。）第６条第２項の規定に基づき，北海道大学社会科学

実験研究センター運営委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について定めるものと

する。	

（審議事項）	

第２条	 委員会は，国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程（平成

27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。）第２条第１号及び第６号から第10

号までに掲げる事項を審議し，総長に意見を述べるものとする。	

２	 委員会は，前項に定める事項のほか，北海道大学社会科学実験研究センター（以下「センター」

という。）の教員の人事に関する事項（意見聴取規程第２条第６号から第10号までに掲げる事項

を除く。）その他運営に関する重要事項を審議する。	

（組織）	

第３条	 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。	

(1)	 センター長	

(2)	 副センター長	

(3)	 文学研究科，法学研究科，経済学研究科，教育学研究院，メディア・コミュニケーション研

究院及び公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから	 ２名	

(4)	 医学研究科，歯学研究科，獣医学研究科，情報科学研究科，水産科学研究院，地球環境科学

研究院，理学研究院，薬学研究院，農学研究院，先端生命科学研究院，保健科学研究院及び工

学研究院の教授又は准教授のうちから	 １名	

(5)	 附置研究所，研究センター及び学内共同施設の教授又は准教授のうちから	 １名	

(6)	 センター規程第５条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授（国立大学法人北

海道大学特任教員就業規則（平成18年海大達第35号）第３条第２号に該当する特任教授又は特

任准教授の職にある者を含む。）のうちから	 ４名	

(7)	 その他総長が必要と認めた者	

２	 前項第３号から第７号までの委員は，総長が委嘱する。ただし，同項第３号から第５号までの

委員の委嘱は当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとし，同項第６号の委員の委嘱はセンタ

ー長の推薦に基づくものとする。	

（任期）	

第４条	 前条第１項第３号から第７号までの委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任

期は，前任者の残任期間とする。	

２	 前項の委員は，再任されることができる。	

（委員長）	

第５条	 委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。	

２	 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。	

３	 委員長に事故があるときは，副センター長がその職務を代行する。	

（議事）	

第６条	 委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開くことができない。	

２	 委員会の議事は，別に定める事項を除き，出席委員の過半数をもって決するものとする。	

（委員以外の者の出席）	
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第７条	 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴く

ことができる。	

（専門委員会）	

第８条	 委員会に専門的事項を審議するため，必要に応じて専門委員会を置くことができる。	

（庶務）	

第９条	 委員会の庶務は，文学研究科・文学部事務部において処理する。	

（雑則）	

第10条	 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。	

附	 則	

この規程は，平成19年４月１日から施行する。	

附	 則（平成20年４月１日海大達第102号）	

この規程は，平成20年４月１日から施行する。	

附	 則（平成22年４月１日海大達第144号）	

この規程は，平成22年４月１日から施行する。	

附	 則（平成24年４月１日海大達第77号）	

この規程は，平成24年４月１日から施行する。	

附	 則（平成26年４月１日海大達第146号）	

この規程は，平成26年４月１日から施行する。	

附	 則（平成27年４月１日海大達第174号）	

１	 この規程は，平成27年４月１日から施行する。	

２	 この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第１項第３号及び第４号の委員の任期は，第４条

第１項ただし書きの規定にかかわらず，平成29年３月31日までとする。 
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北海道大学社会科学実験研究センター研究倫理委員会内規	

	

	 （設置）	

第１条	 北海道大学社会科学実験研究センター（以下「本センター」という。）で行われる人間を対

象とした実験研究について研究倫理に関する事項を審査することを目的として，本センターに北海

道大学社会科学実験研究センター研究倫理委員会（以下「委員会」という。）	を置く。	

	 （審査）	

第２条	 委員会は，人間を対象とした実験研究に関して，申請された研究計画の内容について次に掲

げる事項について審査を行う。	

	 (1)	 実験研究の対象となる者（以下「研究対象者」という。）の人権の擁護のための配慮に関す

る事項	

	 (2)	 研究対象者（必要に応じて研究対象者の家族等を含む。）に理解を求め，同意を得る方法に	

関する事項	

	 (3)	 研究の実施及び研究成果の利用に伴って生ずる研究対象者への不利益及び危険性に対する配

慮に関する事項	

	 (4)	 その他人間を対象とした実験研究に関する事項	

	 （組織）	

第３条	 委員会は，	次に掲げる者をもって組織する。	

	 (1)	 本センターの専任教員	

	 (2)	 本センターの兼務教員（センター長を除く。）	若干名	

	 (3)	 本センター以外の学識経験者	若干名	

	 (4)	 その他センター長が必要と認めた者	若干名	

２	 前項の委員は，	センター長が委嘱する。	

	 （任期）	

第４条	 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間

とする。	

	 （委員長）	

第５条	 委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。	

２	 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。	

３	 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。	 	

	 （議事）	

第６条	 委員会は，委員の過半数が出席し，かつ，第３条第１項第３号の委員の１名以上の出席がな

ければ開くことができない。	

２	 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。	

３	 委員会の開催及び議事は，緊急を要する場合において電子通信システムを用いて行うことができ

るものとする。	

	 （審査の申請手続き等）	

第７条	 研究計画の審査を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は，北海道大学社会科学

実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理審査申請書（様式1）	によりセンター長に

申請するものとする。	

２	 センター長は，前項の申請があったときは，委員会に付託するものとする。	

３	 委員会は，センター長の付託があったときは，当該申請を審議し，その結果をセンター長に報告

するものとする。	
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	 （審査の判定）	

第８条	審査は，	次に掲げる区分により判定を行うものとする。	

	 (1)	 承認	

	 (2)	 条件付き承認	

	 (3)	 不承認	

	 (4)	 非該当	

２	 委員会は，必要に応じて，申請者から研究計画に関して詳細な説明を求めることができる。	

	 （判定結果の通知）	

第９条	 センター長は，第７条第３項の報告を受けたときは，速やかに申請者に審査結果を北海道大

学社会科学実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理審査結果通知書（様式2）を交付

することにより通知しなければならない。	

	 （再審査）	

第10条	 申請者は，審査の判定結果に対し異議のある場合は，前条に規定する審査結果通知書を受領

した日から起算して２週間以内にセンター長に再審査を請求することができる。	

２	 再審査の請求は，北海道大学社会科学実験研究センターにおける人間を対象とする研究倫理再審

査申請書（様式3）	により申請しなければならない。	

３	 再審査は，当初の審査を担当した委員以外に，若干名の委員を追加して審査を行うものとする。	

	 （庶務）	

第11条	 委員会の庶務は，文学研究科・文学部事務部において処理する。	

（雑則）	

第12条	 この内規の実施に関し必要な事項は，本センター運営委員会の議を経て，	センター長が別

に定める。	

附	 則	

この内規は，平成20年６月24日から施行する。	
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北海道大学社会科学実験研究センター点検評価内規	

平成 20 年２月 19 日	

	

	 （趣旨）	

第１条	 この内規は，国立大学法人北海道大学評価規程（平成 16 年海大達第 68 号）に基づき，北海

道大学社会科学実験研究センター（以下「センター」という。）が行う教育研究活動等の状況につ

いての点検及び評価に関し，必要な事項を定めるものとする。	

	 （委員会）	

第２条	 センターに，次に掲げる事項を行うため，北海道大学社会科学実験研究センター点検評価委

員会（以下「委員会」という。）を置く。	

	 (1)	センターの点検及び評価の基本方針並びに実施基準等の策定に関すること。	

	 (2)	センターの点検及び評価の実施に関すること。	

		(3)	センターの点検及び評価に関する報告書等の作成及び公表に関すること。	

		(4)	センターの点検及び評価結果の学外者による検証の実施に関すること。	

		(5)	法人評価及び認証評価に関すること。	

		（組織）	

第３条	 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。	

(1)	センター長	

	 (2)	センターの専任教員	

	 (3)	文学研究科・文学部事務長	

(4)	その他センター長が必要と認めた者	 若干名	

２	 前項第４号の委員は，センター長が委嘱する。	

３	 前項の委員の任期は２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。	

４	 前項の委員は，再任されることができる。	

	 （委員長）	

第４条	 委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。	

２	 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。	

３	 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。	

	 （議事）	

第５条	 委員会は，委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。	

２	 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決する。	

	 （専門委員会）	

第６条	 委員会に，点検及び評価に係る専門的事項を処理するために，専門委員会を置くことができ

る。	

２	 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。	

	 （評価の公表）	

第７条	 センター長は，委員会が点検及び評価を実施し，その結果を取りまとめた場合は，これを公

表するものとする。	

	 （学外者による検証）	

第８条		センター長は，委員会が行った点検及び評価の結果について，学外者による検証を受けるよ

うに努めるものとする。	

	 （評価結果への対応）	

第９条		センター長は，委員会が行った点検及び評価，学外者による検証並びに法人評価及び認証評

価の結果に基づき，改善が必要と認められる事項については，その改善に努めるものとする。	
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	 （庶務）	

第 10 条	 委員会の庶務は，文学研究科・文学部事務部において処理する。	

	 （雑則）	

第 11 条	 この内規に定めるもののほか，センターの点検及び評価に関し必要な事項は，委員会が別

に定める。	

附	 則	

この内規は、平成 20 年２月 19 日から施行する。 
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